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【 A Whole Question 】  

【 そもそもの問い 】  



〔R.〕 So I’m going to be held accountable for it. The patient goes 
to the general dentist, and he says, “Gosh, who treated you? I can 
do that just as good. If he’s going to fail like that, I can’t do any 
worse.” So where does that put the orthodontist? Right behind the 
eight ball. Now, we can either whimper, put our tails between our 
legs, and run away, or we can say, “That’s our responsibility and 
we’re going to do it like the periodontists do.” Well, what does the 
periodontist do?  

〔R.〕 私なら、それについての説明義務を引き受けます。一般歯科 医
は、「おや、こんな治療をしたのは誰です? この程度なら簡単に整えら
れるけどね。こんな失敗をしでかす奴なら腕は私以下だろうね。」こん
な軽い会話で矯正歯科医は一挙にどん底に堕ちていきます。とどのつま
りが、ドジで要領の悪いやつとなりましょう。尻尾を巻いて、べそをか
いた挙げ句の果てに逃げ出すか、あるいは「我々の責任です。歯周病専
門医が行っているような方法で対処いたしましょう。」と、厳然とした
態度で患者に伝えるのか、そのいずれかの選択肢が残ります。この場合
に、参考すべきが歯周病専門医としての治療および責任の指針です。彼
らはどのように医療を遂行していると思いますか?  

〔M.〕 Puts patients on recall.  

〔M.〕 患者をリコール管理します。  

〔R.〕 He puts patients on recall. So my idea is that we never 
discharge a patient. And that’s what we practice in the office today. 
When we get through with the patient, we say, “You’re going to be 
on recall now. You’re off of your retainer. But we have a hygienist.” 
That patient comes back for hygiene care. We will do any 
adjustment on the occlusion that the patient needs because we’re 



the authority in occlusion. Where does anybody else come into the 
game then?  

〔R.〕 そう、彼らは患者をリコールリストに入れます。したがいまして
私の考えとしては、リコールについても費用をきちんと申し受けるべき
です。これは私どもの診療所で、すでに実践されているシステムです。
動的治療が完了した患者さんに次のように伝えるわけです。「いよいよ
リコールの段階へ移ります。リテーナー（この場合は、可撤式のリテー
ナーが多いであろう）を外しますが、私どもの診療所には歯科衛生士も
おります。」歯磨きの状態や歯面清掃などの口腔衛生管理を希望して患
者はおのずと診療所に戻ってくるでしょう。私たちは、咬合の専門医で
もありますから、患者が必要とする咬合調整を行うこともあるでしょう。
このような社会的な歯科診療環境が定着すれば、どんな専門家がこの流
れ参入してくることになりますか?  

〔M.〕 Specialists for fillings.  

〔M.〕 う蝕処置の専門医となりましょうか。  

〔R.〕 Specialists for fillings. And if patients follow with us 
correctly, they won’t even need that because we don’t have carries 
that get periodontal disease like we used to. But with our biologic 
support, with our health and wellness programs, they shouldn’t get 
periodontal disease either. They shouldn’t get TMJ disease. So 
where does the general dentist come in? He doesn’t!  

So we’ve got the whole thing in our lap, but we’ve been so 
inhibited because we’ve had to suck it up every time that we get in 
the presence of a bunch of general practitioners that we’re 
completely humiliated, really. I don’t believe in that. And I think 
that dentistry’s going to have to do it. They’re going to have to take 



more of an active place in the body as a whole. And so, in my 
opinion, orthodontics has this opportunity if it’s big enough to take 
it. It’s a question now of who’s going to do it. It’s somebody’s job. 
Who is it going to be? It should be the orthodontist.  

〔R.〕 その通り、う蝕処置の専門医になりましょう。しかしさらに、
患者が私たちの指示にしたがって自身の健康管理に努めてくれれば、う
蝕処置の必要性すら軽減し、また以前のように歯周疾患に悩まされるこ
とも少なくなるのではないでしょうか。生物学的な予防処置、すなわち
我々の行う健康および福利プログラムによって、おそらくは歯周疾患の
発病も抑制できるものと私は考えています。また、顎関節症についても
同様です。どこに一般歯科医が大腕を振って闊歩する場があるというの
でしょう。  

そのようにして矯正歯科医は職責のすべてを正当に取り戻すことが出来
ます。しかし、従来からあまりにもそれが阻害されていました。という
のも、無理解な一部の一般歯科医の輩によって、ありとあらゆる好機の
芽が摘み取られて来てしまったからです。仕事を奪われた上に蔑まされ、
これが屈辱以外の何ものであると言うのですか。まったく信じ難い状況
です。尤も、広く社会情勢を眺めるならば、今後は歯科医療界全体で何
らかの手を打たねばならないと思います。歯科医療に従事する人々が、
医療という生命体全体を包括する見地から、活動の場を広げるべく品位
の向上に努め、良質の医療を提供すべきです。したがいまして、包まず
私見を述べるなら、相応の大きな職責がそこにあるとするならば、矯正
歯科医はその機会を逃すことなくそれを背負って立つことです。どの立
場の誰がその責務を担うか? …矯正歯科医を措いてほかにはいない、そ
う私は考えるのです。 


